
シラバス（理学療法学専攻）

区分 教育内容 期間 必修・選択 単位数 形式 担当者 実務経験者 国試出題基準 ポリシー該当項目

情報処理学 前期 必修 2 演習 木村　幸世
CP：①　
DP：①②

医療情報学 後期 選択 2 講義 周藤　俊治
CP： ①　
DP：①②

統計学 前期 選択 2 講義 周藤　俊治
CP： ①　
DP：①②

物理学 後期 必修 2 講義 冨永　岳
CP：①③ 
DP：①②

生物学 前期 必修 2 講義 林　研
CP：①
DP：①②

医療英語 後期 選択 2 講義 近藤　未奈
CP： ①　
DP：①②

文学 前期 選択 2 講義 小林　信
CP：①⑥　
DP：①②④

教育学 後期 必修 2 講義 川村　光
CP：①③ 
DP：①②

法学概論 後期 選択 2 講義 松﨑　秀明
CP: ① 
DP：①②

国際社会と日本 前期 選択 2 講義 白井　博雄
CP：①③ 
DP：①②

自然科学概論 前期 選択 2 講義 林　研
CP：①③ 
DP：①②

福祉住環境論 前期 選択 2 講義 曽我部　千鶴美 〇
CP：①②③
DP：①②

生命倫理 前期 必修 1 講義 豊泉　俊大 専門基礎Ⅱ-1-A-b
CP：③⑤　
DP：①②

コミュニケーション・リハビリテー
ション学Ⅰ

前期 必修 1 演習 春海　淳子 〇
CP：②④⑦
DP：①②③⑤

コミュニケーション・リハビリテー
ション学Ⅱ

後期 必修 1 演習 春海　淳子 〇
基礎1-1-D, 
Ⅱ-３-G, Ⅲ-2-D

CP：①⑤　
DP：①②

コミュニケーション・リハビリテー
ション学Ⅲ

前期 必修 1 演習
大西　環・井口　知也・

井上　直哉
〇

CP：⑥⑦　
DP：③④⑤

医療コミュニケーション学（面接技
法）

後期 必修 1 演習 島　雅人 専門分野Ⅰ-3-0、Ⅱ-E-b
CP：①②③⑥⑦　
DP：①②③④⑤

国語表現学（レポート作成法） 前期 必修 2 講義 岡崎　昌宏
CP：①　
DP：①②

心理学（人間関係学、教育心理学を
含む）

前期 必修 2 講義 鈴木　暁子 〇
CP：①　
DP：①②

言語学 前期 選択 2 講義 松井　理直
CP：①⑥⑦
DP：①②③④⑤

英語コミュニケーション（英会話初
級）

前期 選択 2 演習 近藤　未奈
CP：①　
DP：①②

基礎ゼミナール 通年 必修 2 演習 専任教員・他
CP：③⑥⑦ 
DP：①②③④⑤

チーム医療論(多職種連携の理解を含
む）

後期 必修 1 講義 PT・OT専任教員・外部講師 〇 専門基礎Ⅲ-2
CP：③　
DP：①②

障がい者スポーツ入門 通年 自由 1 講義 島　雅人・相原　一貴 〇
CP：⑥⑦
DP：③④⑤

障がい者スポーツ指導論 通年 自由 1 講義 島　雅人・相原　一貴 〇
CP：⑥⑦　
DP：③④⑤

スポーツ医学 後期 自由 1 講義 境　隆弘・他
CP: ①②③④
DP：①②

リハビリテーション概論（地域包括
ケアシステムの理解を含む）

前期 必修 1 講義 井上　悟 〇 専門基礎Ⅲ-2
CP： ①　
DP：①②

リハビリテーション医学 後期 必修 1 講義 非常勤講師
CP：①③⑤　
DP：①②

介護概論 後期 選択 1 講義 綾部　貴子 〇 Ⅰ -1A,B,2,3
CP：①③⑤　
DP：①②

感染症学(感染症の基礎及び予防策を
含む）

後期 必修 1 講義 藤岡　重和 〇 II-2-b, III-1-B-j
CP：①③⑤　
DP：①②

障害者福祉論（自立支援、就労支援
を含む）

前期 必修 1 講義 綾部　貴子 〇 Ⅲ -1-D ①
CP：①③　
DP：①②

老人福祉論 後期 選択 1 講義 綾部 貴子 〇 Ⅲ‐1‐C
CP：①③
DP：①②

基礎解剖学 前期 必修 1 講義 柴田　雅朗 専門基礎Ⅰ-１ABCDEHJ
CP： ①③⑤
DP： ①②

解剖学基礎演習 後期 必修 1 演習
岡　智大・中村　彩・

文本　聖現
専門分野Ⅰ-1-B

CP：①②③⑤⑦
DP：①②③⑤

教
養
科
目

科学的思考の　
基盤

人間と生活

社会の理解

医
療
人
づ
く
り
の
教
育
科
目

保健医療福祉とリハ
ビリテーションの理

念
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運動器系の解剖学 前期 必修 1 講義 田中　稔 専門基礎Ⅰ-1ABC
CP：③⑤
DP：①②

神経系の解剖学 後期 必修 1 講義 柴田　雅朗 専門基礎Ⅰ -D
CP：①③⑤　
DP：①②

内臓系の解剖学 後期 必修 1 講義 非常勤講師 専門基礎Ⅰ -1F
CP：①③⑤ 
DP：①②

機能解剖学（体表解剖学・触知） 後期 必修 1 講義 津村　宜秀 専門基礎Ⅰ-1-H
CP：①②③ 
DP：①②

生理学Ⅰ 前期 必修 1 講義 木村　晃大 〇 専門基礎Ⅰ－２－ABCNO
CP：①⑤ 
DP：①②

生理学Ⅱ 後期 必修 1 講義 木村　晃大 〇 専門基礎Ⅰ-2-JHIKLM
CP：①⑤ 
DP：①②

生理学Ⅲ 前期 選択 1 講義 伊禮　まり子
専門基礎分野Ⅰ-2-B～D，
F ～ L，N

CP：①③⑤ 
DP：①②

生理学Ⅳ 前期 選択 1 講義 伊禮　まり子 専門基礎Ⅰ -2-BCDFHINQ
CP：①③⑤ 
DP：①②

生理学実習 前期 必修 1 実習 木村　晃大 〇 専門基礎Ⅰ-2F Ⅱ -2F
CP：①⑤ 
DP：①②

運動学総論 後期 必修 2 講義 境　隆弘 専門基礎I -3- Ａ abcBbD
CP：①③⑤ 
DP：①②

運動学各論 前期 必修 2 講義 境　隆弘 専門基礎I -3 － ABCDE
CP：①③⑤ 
DP：①②

運動学基礎演習 後期 必修 1 演習 津村 宜秀 専門基礎I -3-CDE
CP：①②③⑤ 
DP：①②

生涯人間発達学 前期 必修 1 講義 藪中　良彦 〇 専門基礎 I-4-A,B
CP：①③⑤
DP：①②

臨床心理学 前期 必修 1 講義 春海　淳子 専門基礎II-4
CP：①③⑤
DP：①②

病理学概論 前期 必修 1 講義 藤岡　正喜 〇 専門基礎II-2 10 11 12 13-B
CP：①③⑤ 
DP：①②

一般臨床医学（救急救命を含む） 後期 必修 1 講義

藤岡　重和・岡本　文雄・
福原　雅之・神納　光一郎・
矢吹　裕栄・竹原　友貴・
藤本　宣正・大場　創介

〇 専門基礎II-2-B, III-1-A-g
CP：①③⑤ 
DP：①②

医療安全学 前期 必修 1 講義 藤岡　重和 〇 III-A-b
CP：①③⑤
DP：①②

疫学・公衆衛生学（予防の基礎を含
む）

後期 必修 1 講義 白井　文恵
専門基礎Ⅲ -B
専門Ⅲ -7

CP：①③　
DP：①②

内科学Ⅰ 前期 必修 1 講義 藤岡　重和 〇 専門基礎II-11-ABCDE
CP： ①③⑤
DP：①②

内科学Ⅱ 後期 必修 1 講義 藤岡　重和 〇 専門基礎II-11-ABCDE
CP：①③⑤ 
DP：①②

整形外科学Ⅰ 前期 必修 1 講義
境　隆弘・岡　智大・

高木　啓至・富田　貴裕・
中村　憲正

〇 専門基礎I -7A, 7C, III-6A, 6C
CP：③⑤ 
DP：①②

整形外科学Ⅱ 後期 必修 1 講義 境　隆弘・岡　智大 専門基礎 II -6-ABCD
CP：①②③④ 
DP：①②

臨床神経学Ⅰ 前期 必修 1 講義 岩田　篤・津村　宜秀 専門基礎II-8,9-AB
CP：③⑤⑥⑦ 
DP：①②③④⑤

臨床神経学Ⅱ 後期 必修 1 講義 岩田　篤 専門基礎II-8,9-ABC
CP：③⑤⑥⑦ 
DP：①②③④⑤

精神医学 前期 必修 1 講義 高井田 輪香子 〇 専門基礎II-5
CP：①③⑤ 
DP：①②

臨床運動学 前期 必修 1 講義 文本聖現 専門基礎II -3-BCabjDH
CP：①②③⑤ 
DP：①②

臨床薬理学 前期 必修 1 講義
藤岡　重和・池田　宗一郎・
石田　志門・下村　裕章・

名德　倫明
〇 II-2-B-e, II-11-E

CP：①③⑤ 
DP：①②

臨床検査医学（画像診断・評価を含
む）

前期 必修 1 講義
藤岡　重和・津田　泰宏・
和田　晋一・久田　洋一・

掛川　雅朗
〇 専門基礎II-2Bcd 11C

CP：①③⑤ 
DP：①②

小児科学 後期 必修 1 講義 早島　禎幸・藪中　良彦 〇 専門基礎Ⅱ-10
CP： ①③⑤ 
DP： ①②

老年医学 後期 必修 1 講義 藤岡　重和・大中　玄彦 〇 専門基礎II-13-ABCDE
CP： ①③⑤ 
DP：①②

高次脳機能障害学Ⅰ 前期 必修 1 講義 林部　美紀 〇 専門基礎Ⅱ -8
CP： ② 
DP： ①②

高次脳機能障害学Ⅱ 前期 自由 1 講義 林部　美紀・寺村　晃 〇 専門基礎Ⅱ -8
CP：② 
DP：①②

栄養学 後期 必修 1 講義 仲村　祐江 〇 基礎分野I-２-N
CP：① 
DP：①②

スタディースキルⅠ 通年 必修 1 演習
境　隆弘・相原　一貴・

文本　聖現
〇

CP：①②③⑥⑦　
DP：①②③④⑤

スタディースキルⅡ 通年 必修 1 演習 2年チューター 〇
専門基礎Ⅰ -1 ～ 3，
専門基礎Ⅱ -3-C

CP：①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

専
門
基
礎
科
目

人体の構造と
機能及び

心身の発達

疾病と障害
の成り立ち

及び
回復過程の

促進
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理学療法概論（制度・教育・倫理） 前期 必修 1 講義
藪中　良彦・岩田　篤・

岡　智大
〇 専門分野Ⅰ-1,2

CP： ①③⑤ 
DP： ①②

臨床ゼミナールⅠ 通年 必修 1 演習 PT専任教員 〇
CP：⑥⑦　
DP：③④⑤

臨床ゼミナールⅡ 通年 必修 1 演習
PT専任教員・藪中 良彦・田中 

稔・貫戸 紗英子
〇

CP：⑥⑦　
DP：③④⑤

総合理学療法学Ⅰ 通年 必修 1 講義 3年チューター 〇
専門基礎　Ⅰ - Ⅲ
専門分野　Ⅰ - Ⅳ

CP： ①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

総合理学療法学Ⅱ 通年 必修 1 講義 PT専任教員・外部講師 〇 専門基礎Ⅰ-Ⅲ、専門分野Ⅰ-Ⅳ
CP：①②③④⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

理学療法評価学Ⅰ 後期 必修 1 講義 中村　彩 〇 専門分野Ⅱ -1 ～ 4
CP： ①②⑤　
DP： ①②

理学療法評価学Ⅱ 前期 必修 1 講義
牧之瀬　一博・相原　一貴・

津村　宜秀　					
〇 専門分野Ⅱ -3 ～ 4

CP： ①②⑤　
DP： ①②

理学療法評価学Ⅲ（画像評価を含
む）

通年 必修 1 講義
藪中良彦・田坂厚志・津村宜

秀
〇 専門分野 Ⅱ 3-G，7-B ～ G,

CP：②③⑤　
DP：①②

理学療法評価学実習 後期 必修 1 実習 牧之瀬　一博 〇
専門分野Ⅱ -1-A，2-C/E ～ G，
3-A/C/E/F，5-B

CP: ①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

理学療法評価学演習Ⅰ 通年 必修 1 演習 3年チューター 〇
専門分野Ⅱ -1-A，2-A/C ～ G，
3-A/C ～ F/H，4-A/B，5-B

CP: ①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

理学療法評価学演習Ⅱ（思考プロセ
ス）

後期 必修 1 演習
牧之瀬　一博・岡　智大・

文本　聖現
〇 専門分野Ⅱ

CP：①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

運動療法学Ⅰ 後期 必修 1 講義 梛　千磨・岡　智大 〇 専門分野 III-2-A
CP：①②③⑤⑦　
DP：①②③⑤

運動療法学Ⅱ 前期 必修 1 講義
岡　智大・中村　彩・

秋山　直人・土井　雄貴
〇 専門分野III-1, III-2-A, III-3

CP：①②③⑤
DP：①②

小児期理学療法治療学 後期 必修 1 講義 藪中　良彦 〇
専門分野Ⅰ -3-M, Ⅱ -3-G,
 Ⅲ -3-G, Ⅲ -6-D

CP： ①③⑤ 
DP： ①②

呼吸器障害理学療法治療学（喀痰等
の吸引を含む）

前期 必修 1 講義 野村　卓生 〇
専門分野I-3-D, II-3-B,
 III-3-B, III-6-E

CP： ①②③④
DP：①②

代謝障害理学療法治療学 後期 必修 1 講義 野村　卓生 〇
専門分野 II-3-B, II-7-G,
 III-3-B, III-6-G

CP： ①②③④
DP：①②

循環器障害理学療法治療学 後期 必修 1 講義 田坂　厚志 〇
専門基礎分野 Ⅱ -11-A ～ E　
専門分野 Ⅱ-7-F，Ⅲ -6-F

CP： ③⑤
DP：①②

神経障害理学療法治療学Ⅰ 前期 必修 1 講義
岩田　篤・植田　翔介・

文本　聖現
〇 専門分野Ⅱ -7-B/K, Ⅲ -6-B/K

CP： ③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

神経障害理学療法治療学Ⅱ 後期 必修 1 講義 岩田　篤・文本　聖現 〇
専門分野Ⅱ -7-B/C/K, 
Ⅲ -6-B/C/K

CP： ③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

老年期理学療法治療学 前期 必修 1 講義
田坂　厚志・木上　秀幸・
奥野　泰介・新家　寿貴・

池田　耕二
〇 専門分野Ⅲ -1-B，Ⅲ -6-I, Ⅲ ,-7-A

CP：②③⑤
DP：①②

運動器障害理学療法治療学Ⅰ 前期 必修 1 講義
佐藤　睦美・高木　啓至・

岡　智大
〇 専門分野 II-7-A, J, M　III-6-A,J,M

CP： ①②③④
DP：①②

運動器障害理学療法治療学Ⅱ 後期 必修 1 講義 佐藤　睦美・境　隆弘 〇 専門分野 II-7-A　III-6-A
CP： ①②③④
DP：①②

運動器障害理学療法治療学Ⅲ 後期 必修 1 講義 井上　悟・加藤　直樹 〇 Ⅲ -3-F, Ⅲ -6-A
CP： ①②③④
DP：①②

物理療法学 前期 必修 1 講義 田中　稔 〇 専門分野 III-2-B
CP：②⑤⑦
DP：①②③⑤

物理療法学演習 後期 必修 1 演習 田中　稔 〇 専門分野 III-2-B
CP：②⑤⑦
DP：①②③⑤

義肢装具学 前期 必修 1 講義 井上　悟 〇 Ⅱ -6,Ⅲ -2-C
CP： ②　
DP：①②

義肢装具学演習 後期 必修 1 演習
井上　悟・境　隆弘・

高木　啓至・西野　誠一
〇 Ⅱ -6,Ⅲ -2-C

CP： ②　
DP：①②

日常生活活動学 前期 必修 1 講義 相原　一貴 〇
専門分野：Ⅰ -3 － P/Q，Ⅱ -4-
C/D，5-A ～ C，Ⅲ -4-A ～ D，5-

CP： ①③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

日常生活活動学演習 後期 必修 1 演習 相原　一貴・植田　翔介 〇 専門分野Ⅱ -4-C/D, Ⅲ -4-A ～ C
CP：①②③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

地域理学療法学 前期 必修 1 講義 中村　彩・田中　仁 〇 専門分野Ⅳ
CP：③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

生活環境論 前期 必修 1 講義 相原　一貴 〇 専門分野 IV-1-G/H
CP：①⑤
DP：①②

国際リハビリテーション 後期 自由 1 講義
井口　知也・寺村　晃・

辻　郁・PT専任教員
CP： ②⑦
DP：①②③⑤

理学療法管理学Ⅰ（職業教育） 前期 必修 1 講義 島　雅人・他 〇 専門分野Ⅰ-2-H、Ⅰ-B-a
CP： ③⑦ 
DP：①②③⑤

理学療法管理学Ⅱ（職場管理、教
育・職業倫理）

後期 必修 1 講義 4年生チューター 〇 専門分野Ⅰ-2-H、Ⅰ-B-a
CP： ①③⑤
DP：①②

理学療法研究法 後期 必修 1 講義 伊禮　まり子 〇 専門分野 Ⅰ -1-FH
CP： ①③⑤
DP：①②

理学療法演習Ⅰ（演習・調査・研
究）

通年 必修 1 演習 PT専任教員 〇 専門基礎Ⅰ- Ⅲ、専門分野Ⅰ-Ⅳ
CP：③⑥⑦
DP：①②③④⑤

専
門
科
目

基礎
理学療法学

理学療法
評価学

理学療法治療学

地域理学療法学

理学療法管理学

理学療法研究
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理学療法演習Ⅱ（演習・調査・研
究）

通年 必修 1 演習 PT専任教員 〇 専門基礎Ⅰ- Ⅲ、専門分野Ⅰ-Ⅳ
CP：③⑥⑦
DP：①②③④⑤

理学療法特別演習（卒業試験） 後期 必修 1 演習 PT専任教員 〇 専門基礎Ⅰ- Ⅲ、専門分野Ⅰ-Ⅳ
CP：③⑤⑥⑦
DP：①②③④⑤

臨床見学 前期 必修 1 実習 梛　千磨・1年生チューター 〇 専門分野Ⅴ-1-A-E、Ⅴ-2-A,B,I
CP：①②③④⑥⑦　
DP：①②③④⑤

見学実習Ⅰ 後期 必修 1 実習 梛　千磨・2年生チューター 〇 専門分野 V-1，V-2（G を除く）
CP：①②③④⑥⑦
DP：①②③④⑤

見学実習Ⅱ 前期 必修 1 実習 梛　千磨・3年生チューター 〇 専門分野Ⅴ
CP：①②③④⑥⑦
DP：①②③④⑤

評価実習 後期 必修 4 実習 3年生チューター 〇 専門分野Ⅴ
CP：①②③④⑥⑦
DP：①②③④⑤

総合臨床実習 通年 必修 14 実習
4年生チューター・

PT専任教員
〇 専門分野Ⅴ

CP：①②③④⑥⑦
DP：①②③④⑤

※以下2019年度以前入学者のみ該当

理学療法特別演習基礎 後期 必修 1 実習 PT専任教員
専門基礎Ⅰ -1-D ～ I，2-C ～ I，
3-AB

CP： ③⑥⑦
DP：①②③④⑤

臨床実習
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